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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

115 赤坂　繁忠 遠藤　雅子1 時0 分43 .28 秒454

18 佐藤　努 佐藤　奈保子2 時0 分44 .54 秒256

77 江刺　孝浩 江刺　直美3 時0 分45 .37 秒287

553 川守　健士 後藤　可奈子4 時0 分47 .14 秒0615

41 石川　真一 久保　明子5 時0 分52 .21 秒2865

223 小笠原　健二 佐々木　恵美6 時0 分52 .22 秒9566

313 高橋 尾留川7 時0 分53 .7 秒1275

613 石川　喬太 石川　璃加子8 時0 分53 .23 秒4879

308 眞岩　正行 長山　茉央9 時0 分53 .25 秒4780

423 藤井　伸 藤井　律子10 時0 分53 .29 秒5881

75 吉田　仁 吉田　紘子11 時0 分54 .2 秒3089

72 加藤　秀幸 加藤　里佳12 時0 分54 .30 秒1492

509 大矢　千晴 大矢　徹13 時0 分55 .32 秒11102

9 藤村　靖子 工藤　剛史14 時0 分55 .35 秒14103

5 布施　洋平 布施　寛子15 時0 分55 .58 秒72110

73 奥村　優人 小菅　まいか16 時0 分56 .17 秒92115

30 齊藤　和也 齊藤　仁美17 時0 分56 .21 秒62117

128 今宮　正彦 坂田　香奈恵18 時0 分56 .29 秒28119

119 髙橋 新田19 時0 分57 .8 秒61130

151 松橋　史人 上野山　温子20 時0 分58 .18 秒73149

609 古舘　太一 藤原　享子21 時0 分58 .20 秒12150

292 佐々木　保之 佐々木　容子22 時0 分58 .55 秒92164

190 平塚　純夫 平塚　万里子23 時0 分59 .1 秒38169

635 小山内 井戸上24 時0 分59 .18 秒16176

666 鈴木 小田島25 時0 分59 .51 秒70183
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

127 菅原　晃 桐山　恵26 時0 分59 .58 秒28187

424 梅村　作松 澤里　裕美子27 時1 分0 .7 秒08191

544 鈴木　恒希 鈴木　良子28 時1 分0 .13 秒67193

132 畑中　正明 志津田　萌29 時1 分0 .16 秒30194

437 髙橋　俊 髙橋　公子30 時1 分0 .49 秒05199

668 髙橋　明則 髙橋　峰子31 時1 分0 .51 秒95201

160 岩﨑　紘志 岩﨑　美紀32 時1 分1 .20 秒69210

179 笹森 村上33 時1 分1 .31 秒92218

121 越　康彦 越　紗也加34 時1 分1 .32 秒17219

329 小田　竜悟 小田　康子35 時1 分1 .53 秒33226

215 佐藤　良久 佐藤　立子36 時1 分1 .57 秒30228

102 泉山　やよえ 藤原　力37 時1 分1 .58 秒80230

442 勝又　賢人 照井　孝子38 時1 分1 .59 秒08231

667 石沢 長内39 時1 分2 .3 秒58232

4 古川　沙敏 古川　瀬知40 時1 分2 .9 秒09236

10 高松　千亜紀 門馬　将広41 時1 分2 .23 秒28240

76 吉田　彰英 吉田　真理42 時1 分2 .26 秒94242

168 佐々木 伊藤43 時1 分2 .40 秒92243

139 石田　佳央 石田　咲子44 時1 分2 .43 秒78244

318 小山田　勲 小山田　信子45 時1 分2 .45 秒17246

288 田山 田山46 時1 分2 .53 秒06249

291 苅谷 刈屋47 時1 分2 .54 秒36250

130 荒井　智大 荒井　彩乃48 時1 分2 .58 秒84251

319 阿部　匠 井上　未至49 時1 分3 .17 秒16264

647 佐瀬　智洋 千葉　久美子50 時1 分3 .19 秒73266
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部門順位 総合順位 ゼッケンキャプテン 副キャプテン タイム

混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

359 北田　学 岩崎　惠51 時1 分3 .27 秒83267

32 齊藤　英朗 小笠原　真美52 時1 分4 .6 秒50277

596 二平 松岡53 時1 分4 .31 秒52282

470 小向　陽 伊藤　淳子54 時1 分4 .33 秒89284

426 国分　貴之 本多　智子55 時1 分4 .37 秒95285

51 松田　直 松田　彩56 時1 分4 .46 秒56289

436 米田　靖英 米田　淑能57 時1 分5 .4 秒83291

178 田頭　真輝 田頭　幸恵58 時1 分5 .8 秒27294

546 荻原　健一郎 高橋　由香59 時1 分5 .10 秒61296

136 小庄　孝志 後藤　由紀子60 時1 分5 .34 秒80304

126 中山　三樹男 宮城　のぞみ61 時1 分5 .38 秒44306

500 内記 里舘62 時1 分5 .50 秒50308

581 佐野　和久 森　千夏63 時1 分5 .53 秒30310

496 鈴木　悠 客本　ゆき恵64 時1 分6 .6 秒36314

608 瀬川 田中65 時1 分6 .21 秒70319

400 海野　尚 海野　玲子66 時1 分6 .27 秒48321

189 松田　修 松田　カンナ67 時1 分6 .38 秒28327

156 湯澤　耕一 浅沼　美佳68 時1 分6 .48 秒61328

15 酒井 酒井　直樹69 時1 分6 .54 秒25331

606 村井　麻里奈 川村　尚司70 時1 分6 .54 秒44332

415 船越　拓 船越　莉加71 時1 分6 .57 秒36336

161 黒田 佐々木72 時1 分6 .58 秒27337

517 舘澤　孝昌 舘澤　沙弥香73 時1 分7 .23 秒36344

290 室塚　彬 室塚　幸子74 時1 分7 .24 秒36345

376 酒井 北田75 時1 分8 .40 秒00367
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混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

144 宮田　優 田村　浩子76 時1 分8 .43 秒72368

444 土井田　稔 土井田　智奈美77 時1 分8 .44 秒00369

154 兼平　正寛 兼平　仁子78 時1 分9 .1 秒53374

646 上野　敏明 菊地　まゆみ79 時1 分9 .3 秒09376

441 竹林　正喜 竹林　康名80 時1 分9 .5 秒39379

471 小山内　雪奈 佐藤　長81 時1 分9 .14 秒59386

165 藤尾　紀幸 櫻　ひとみ82 時1 分9 .20 秒95387

166 菊池 梁島83 時1 分9 .29 秒34390

134 平井　敦史 米田　裕子84 時1 分9 .47 秒86395

206 阿部　直子 高梨　信之85 時1 分9 .53 秒58396

655 松木　史子 藤川　晋吾86 時1 分9 .59 秒53398

362 石井 石井87 時1 分9 .59 秒91399

138 岩本　晏奈 岡島　慶太88 時1 分10 .14 秒17405

416 杉村　史子 佐藤　佳之89 時1 分10 .21 秒64409

664 吉田　優 佐々木　悠90 時1 分10 .39 秒02416

405 松原 西91 時1 分10 .59 秒52421

69 北島　真弓 古川　厚92 時1 分11 .25 秒03426

242 佐々木　園江 北田　陽一93 時1 分11 .37 秒88429

93 高橋　恵 柴田　雄太郎94 時1 分11 .52 秒28435

417 﨑山　貴司 安田　理95 時1 分11 .56 秒72439

149 矢羽々　正行 高橋　美雪96 時1 分12 .7 秒42441

150 今野　慎也 秋庭　実季97 時1 分12 .11 秒45443

241 島　幸恵 内舘　賢治郎98 時1 分12 .41 秒95450

118 伊藤　慎 井上　智子99 時1 分12 .54 秒81453

142 佐々木　慎平 加藤　絵梨香100 時1 分13 .4 秒66455
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混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

499 本舘　真隆 濱尾　瑞紀101 時1 分13 .17 秒06458

284 大内　裕人 吉田　靖子102 時1 分13 .34 秒56462

454 桐田　貴史 藤村　美咲103 時1 分13 .47 秒06465

481 山岸　明枝 伊藤　仁104 時1 分14 .12 秒92469

459 和泉　はる香 斎藤　真矢105 時1 分14 .21 秒30471

393 小山田　知広 小山田　絢子106 時1 分14 .41 秒83478

330 山口　穣 山内　舞107 時1 分14 .58 秒02484

661 二宮　亮 木村　琴美108 時1 分15 .42 秒00495

479 中野　雄介 千葉　梨香109 時1 分15 .42 秒47496

310 柳田　健雄 小笠原　桃子110 時1 分15 .43 秒56497

428 髙橋　忠和 熊谷　佳代111 時1 分15 .45 秒98498

2 下村　裕美 山崎　真麻112 時1 分15 .49 秒88501

476 小川　祥平 栗谷川　幸113 時1 分15 .54 秒61504

391 伊藤　秀行 伊藤　友恵114 時1 分16 .26 秒38514

480 鈴木　祥子 高橋　裕也115 時1 分16 .59 秒95522

452 澤田　寛 佐々木　美喜116 時1 分17 .1 秒20523

250 佐々木　満瑛 宮崎　真依子117 時1 分17 .4 秒64526

462 櫛引　雄貴 畠山　彩矢果118 時1 分17 .8 秒33528

453 舟山　翼 畑中　実玖119 時1 分17 .21 秒80529

87 田上　広基 田上　よし乃120 時1 分17 .30 秒61531

662 木村　琢己 上大澤　里美121 時1 分17 .31 秒34532

421 倉本　穣 倉本　真由美122 時1 分17 .54 秒22537

394 西舘　嵩登 中村　梨絵123 時1 分18 .49 秒14546

418 田村　達博 青木　美穂124 時1 分19 .18 秒73550

333 志渡　俊也 斎藤　麻希125 時1 分19 .27 秒22553
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混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

531 髙泉　留衣 片山　直126 時1 分20 .3 秒62554

390 木下　典久 木下　ひろみ127 時1 分20 .32 秒17559

48 片桐 千葉128 時1 分20 .57 秒19561

537 田村　大地 山口　耀129 時1 分21 .6 秒38563

543 延足　悟志 吉川　智子130 時1 分21 .32 秒55568

97 及川　正治 成田　沙紀131 時1 分21 .40 秒80570

268 清水　賢治 長坂　聡美132 時1 分21 .54 秒11575

631 髙野　幹 寺山　茉莉133 時1 分21 .56 秒00576

408 盛田　麻衣子 小野　浩輝134 時1 分22 .0 秒55577

183 雷　雨超 Ｂishop　Ｋelsey135 時1 分22 .13 秒86578

331 吉田　陽平 小野　みなみ136 時1 分22 .26 秒52579

478 小林　隆史 菊池　千晶137 時1 分22 .27 秒75580

304 高江柄　優輝 木皿　志津香138 時1 分22 .29 秒20582

602 萩原　敬之 鷹觜　未来139 時1 分22 .36 秒16584

603 田林　東 藤根　眞澄140 時1 分22 .41 秒47588

539 塩見　叡 伊藤　七恵141 時1 分23 .31 秒89594

332 佐々木　陽太 高橋　彩香142 時1 分24 .3 秒92601

538 阿部　正和 大澤　暢代143 時1 分24 .45 秒98606

152 熊谷　義亮 熊谷　陽子144 時1 分26 .44 秒53617

228 佐々木　裕亮 高橋　留美145 時1 分27 .12 秒95618

463 齋藤　太郎 中村　友香146 時1 分31 .36 秒48634

659 新井田　智成 庄子　直子147 時1 分35 .4 秒97639

601 近藤　良一 青木　雅美148 時1 分35 .28 秒39641

211 金野　千津 及川　洋也149 時1 分36 .25 秒02642

214 玉山　公一 渡辺　陽子150 時1 分37 .28 秒19643
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混 合 の 部 部門別出走数 艇152 総出走数 艇665

670 竹花　秀樹 菅原　亜由美151 時1 分43 .29 秒23648

460 茶屋　道成 北條　美幸　 時- 分- .- 秒-リタイヤ


